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★はじめに

1936年にRCAが発表し，60年以上の歴史の中で

さまざまなバリエーションを持つ6L6は，現行のビ

ーム4極出力管では最も多く使われている品種ではな

いでしょうか．

現在，その主な用途はEL34同様にギター・アンプ

等の電子楽器向けで，古くからFenderやGibson，

MarshalL Mesa－Boogie等の多数のエレキギター・

メーカーが採用し，「真空管式ギター・アンプといった

ら6L6」と連想されるほどになりました．

海外の情報を引用すると，真空管がミュージシャン

に好まれる理由は，「ギター・アンプは半導体だとドラ

イな印象で味気ない．抵抗やコンデンサ，線材等の部

品はどれも少なからず音色やひずみに色付けや個性を

持つ力i　その中でも真空管は音色やひずみが好ましい

方向に劇的に変化し．それは差しかえるだけですぐに

わかる」といった点にあるようてうー．

ギター・アンプとオーディオ・アンプとではその設

計や音の思想が違う面もありますが，真空管の持つ音

色の魅力はミュージシャンも真空管フアンも共感でき

る点なのではないでしょうか．

欧州生まれのEL34がいわゆる欧州風の音色だと

したら，米国生まれの6L6はいかにもアメリカン・サ
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ウンドといった音色で，多くのメーカーやミュージシ

ャンに愛用されているようです．

また，Mullard－EL34が銘球的存在として高く評価

されているのに対して，（WE－350Bは別として）6L6

ではと呼ばれる60年代製のRCA／GE製の黒プレー

ト管（通称：RCA－blackplate6L6cc）が高い評価を

受けています．各メーカーのカタログを見ると現行品

の6L6系出力管は大半がこのRCA－black plate

6L6ccの再現を目標に開発されていることがわか

ります．

今回はそんな現行の6L6系出力管について，横断

的にご紹介したいと思います．

★ロシア製

ロシアでは50年代から6L6系出力管を生産して

おり，6L6GCとして売られている相当管の6P3C

と軍用球の流れを引く5881相当管の6P3GEの2

種類がよく知られています．

日本では米国New Sensor社によるSovtekブラ

ンドの製品がよく知られており，恐らく世界で一番多

く流通しているのではないかと思います．

99年頃になって，Svetlana社からも優れた特徴を

持つ6L6ccが発表され，ロシア製6L6の選択肢

も増えました．
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①Thermionic
6L6cc

Sovtek6L6cc同型
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（妻Sovtek

5881／6L6WGC

ロシア製5881

（1）Sovtek

米国の真空管商社：NewSensor社による自社発

注のロシア球のブランド：Sovtekからは都合9種類

の6L6系出力管が発表されています．これらははす

べてロシアのReHector社の製品です．

①　ロシア製6P3C／6Ⅱ3C（6L6相当管）を原型

とするモデル

6L6GC

EL34並みの長いパルプと幅広ベース，古典的なピ

ンチ・ステムに細身のプレートというユニークなスタ

イルのSovtek－6L6ccは　さまざまなブランドで

売られているロシア製6L6ccとしておなじみのモ

デルですが，その原型は旧ソ連時代から製造されてい

る6L6相当管6P3C／6n3Cです．

海外のWeb上で発見したオリジナル規格表による

と，プレート損失は20Wとなっており，プレート損

失30Wのオリジナル6L6ccより3割ほど小振り

な規格の，いわば6L6G並みの球であることがわか

りました．

「何だやっぱりそうなのか」と思われた方もいるでし

ょうが，これは6P3Cがロシア製6L6ccとして

売り出された当時，オリジナル6L6ccに相当する

ロシア球が他に見当たらず，やむを得ない事鯖であっ

たためかと思います．
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（宣Sovtek　　　　　　　　　　　（重這ovtek

6L6GB　　　　　　　　　　　　　　　7591XYZ

5881のフルサイズ・ベース笛　　　　　Sovtck5881改造型

しかしSovtek－tiL6GCは，種極の固定方法がマ

イカと板バネの併用型と，マイクロフォニッタ対策を

向上させた最新型6L6WXT＋並みの仕様になって

いることから，規格が小さめの球だからといって一概

にパカにはできません．

最大定格がオリジナル6L6ccより約3割ほど小

さいため，動作条件によっては寿命の点で若干の不安

もありますが6L6のGT管としてとらえ直せば手

頃な値段で入手できるパワー管として魅力的なモデル

かと思います．

このロシア製6L6ccはSovtek以外にも米国

Richardson／NLや英国Themionic等の商社ブラ

ンドの製品としても広く出回っています．

②　ロシア製6P3C－E／6Ⅱ3C－E（耐震構造強化

管）を原型とするモデル

588116LeWGC（t

ロシア製5881として有名なこの球は，底板だけの

薄いペースに厚手のガラスと強固な簡瞳支持構造を持

った，いかにもゴツい軍用球の雰囲気を醸し出してい

ます．

それもそのはずで　原型は50年代から製造されて

いる6P3C－E（6L6相当管6P3Cの軍用耐舘構造（＝

E仕様）版）で∴彊気特性は6P3Cとほぼ同じですが

電極寵造・外観ともにがッチリとした月態の球のよう

に変化しています．
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⑩曝光
6L6G

⑭昭光
KT66（Retro）

ST16型　9月号で紹介　　　　　　　黒ベース

SV－もし6cc

99年に発表されたSV－6L6GCは，従来のロシア

製6L6ccとはまったく異なる独自の新設計球で

す．

5U4GB並みの長さと太さの大きなバルブは管頂

部が扁平なのが特徴で前回ご紹介したSV－EL34同

様，厚めのハードガラスを採用しているためか，手に

持つとかなりの重量感があります．現行6L6系では

一番明るい茶ベースを履いているため，明るい灰色の

プレートと併せて，華やかな印象の球です．

縦橋の補強リブや短形のスリットが4つ入った大型

のプレートはGE－6L6GC並の大きさで正面から

見ると逆凸型のユニークな形をしています．

範極は上部マイカにセットされた4本の板バネでし

っかりと管壁に固定されており，マイクロフォニック

対策も向上されています．SV－6L6ccは大変リジッ

ドで丁寧な造りの球で，音質的にもお薦めできるモデ

ルのひとつです．メーカー発表の情報では音質的にも

RCA黒プレート6L6ccの音質を再現しているそ

うです．

メーカー製品では，山水の管球アンプAU111復刻

版で採用されているため，広告でその姿をご覧になっ

た方も多いのではないかと思います．

★中国製

中国では曙光電子（Shuguang）で以前から6L6を製
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⑮Valve－Art／柳州製　　　　　　⑮Vaive－Art／柳州救
6L6GC KT66（Retro）

茶ペース．新型管　　　　　　　　茶ベース

遺していました．

日本に本格的に輸入されるようになったのは80年

代頃からで英国PMコンポーネンツによるGolden－

magonブランドの功績が大です．

曙光亀子に続いて数年後にはライバルメーカーの柳

州（Liuzhou）からもオーディオ用6L6系出力管が発

表されるなど，とても賑やかになりました

中国製の6L6系出力管は，種類やバリエーション

がとても多く，構造的には全てのモデルがG2を炭化

処理して耐据矢を稼ぐ工夫をしているのが隠れた特徴

です．

（l）曙光語手（Shuguang）

中国南部に工場を構える曙光電子（Shuguang）は中

国最大手の真空管メーカーで　中国製6L6系の品種

の大半は曙光電子で製造されています．

その製品は主にOEMとして供給され，Golden－

Dragonや米国NL／Richardsonといった商社ブラ

ンド以外にもRUBYやGloobeTubelFenderとい

ったギターアンプ向け球のブランドからも売られてい

ます．

（D　6L6GCシl）－ズ

曙光電子の6L6ccはパルプの形状・サイズの遭

いにより，J，R M Pの4タイプのバリエーション

が存在しますが，いずれも中身は共通で初期型6

L6（G．GA）並みの小振りなプレートと古典的なピン
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50年代襲

仕上がりで外観・特性ともに比較的よく揃っていま

す．

曙光種子KT66（Retro）は，全体的に丸っこいズン

クリした外観と恩ベースであることを除けばとても魅

力的なモデルではないかと思います．

FU－807

FU－807はロシア製807：G807の中国版で．「般

的に中国製807として出回っています．

G807との違いはベースの色だけで　FU－807は黒

ベース管です．それもそのはずで，これは中国が建国

時から同じ共産主義国で先輩のソ連の技術供与を受け

ていたためで，亀子機器もロシア製もしくはその国産

版が中心であったため，保守用としてソ連製と同じ球

を必要としていたためです．このような例はMT管な

どの他の品種にも数多く見られます

（2）柳州（Liuzhou）製

中国には曙光亀子（Shuguang）のライバルメーカー

として柳州（LiuZhou）があります．

柳州は小規模ながら造りの良さで定評があり，4300

BLX（チタン・プレート）やEL156LX等のユニーク

で優秀な球を生産しており，6L6系出力管は3種類

発表されています．

eLeGC（ValveArt）

98年項に発表された柳州製6L6ccは，曙光電子

18

ー
翻
聞
田
町

㊧GEC／M－0．V　　　　　㊥汀esla
KT66　　　　　　　　　　　6L6GC（6L6G）

クリア球　　　　　　　　　Tesia EL34－9825類似管

製6L6GCと異なり，構造的にも堅牢で音質的にも

ミュージシャンに定評のあるSovtek－5881WXT十

を参考に，新たに設計を起こし直した新型管です．

比較的大型サイズのパルプはSylvania－tiL6GC

とほ一洞じ大きさで　こげ茶色ベースのボタンステム

管です．

正面に小判型のスリットが2個ずつ入ったプレート

はSovtek－5881WXTとは！胴じサイズ・形状で接

合方法は溶接型ながら接合面にダミーのカシメ穴が8

個開いているのが特徴です．プレートの色は鉛筆の芯

のような明るい灰色で銀色のビーム形成板は楕円断

面をしています．髄固定用の上下マイカには絶縁性

向上のために三日月状のスリットが2本ずつ入ってお

り，これは米国6L6ccの手法を取り入れています

が，管壁への電極の固定方法は中国伝統の短形のサイ

ド・マイカで手馴れた従来の方法に新しい設計を織

り交ぜています．

柳州6L6ccはとても丁寧な造りで特性も比較

的よく揃っている魅力的なモデルです．現在，Valve

Artブランドの製品として入手可能です．

KTee（Retro：t

中国製のKT66と言えば－一般的に茶ベース管が知

られていますが，茶ベースのKT66は柳州（LiuZhou）

の製品です．

97年にGolden－DragonよりオリジナルM一〇．Ⅴ

（GEC）の復刻品として発表されたこの画期的な製品

ラ　ジ　オ技術
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6L6ccが発表されていますが，この6L6GCは3

月号で紹介したEL34－9825（Teslovak－E34LS）の改

造版で，ビーム電瞳のかわりにG3を持つ5極管構造

のプロトタイフ球でした．

91年のTesla終結・分割後に真空管製造部門を引

き継いだJ／JからはTesla時代のいわゆるプロトタ

イプ6L6ccとは全く異なる新設計の6L6ccが

発表されています．

eL6－GC

J／J－6L6GCは管頂部が丸い同社EL34を数

mm太くしたバルブに赤っぽい茶ベースと大型の電

極を有する球で横幅が広く，正面中央に大きな丸穴

が開いたプレートを除いて，大きなGlフィンや銀色

の箱型ビーム電極等の内部構造はオリジナルKT77

にとてもよく似ています．

亀極は放射状に12本の爪が設けられたマイカでし

っかりと固定されており，とても丁寧な造りです．特

性もよく揃っており，クリアでワイドレンジな音には

定評があります．

J／J－GL6ccもやはりRCA－6L6cc Black

Plateの音色の再現を目標に開発された製品で，電気

的にもP損失30W Epmax＝500Vとオリジナル

GE－もし6ccの規格をクリアしている優秀な球です．

管頂部が丸っこい独特のデザインであることを許せ

ば稀少化したオリジナルKT77の代替管としても

最適のモデルかと思います．

7027A

J／J－7027Aはオリジナル7027Aと差し替えられ

るように同社6L6ccのピン撰続を変更した球で

す．

従って，外見上は6L6ccとまったく変わらず特

性的にもP損失30W Epmax＝500Vと同社の6

L6Gと同じで　スペック上はオリジナル7027Aの

定格（P娼失35W，Epmax＝600V）には約2割ほどた

りませんが　これは設計最大定格値であり，よほどの

酷な条件で使われないかぎりでは差しかえても大丈夫

かと思います．

これらのことからJ／J－7027Aには，「オリジナル

7027A相当管」として同じ形式名がつけられているも

のと思われます．

現行の7027はSovtek－7027とJ／手7027Aの2

種類しかないため，品薄のオリジナル7027を使用し
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だセットの保守用として重宝な存在だと思います．

★その他

かつてユーゴのEi－Electronicではトップ排気型

の6L6GCが造られていましたが　ほんの一時期だ

けの生産品であったのか，今では入手困難です．従っ

て，今回はご参考までに写真のみの紹介とさせていた

だきます．

★まとめ

以上のように現行の6L6系出力管はシングルエン

ド管だけでも26種類（ダブルエンドの807まで含めると

28種類）ものバリエーションが存在し，これはいかに6

L6が今もなお広く使われているかを示しています．

RCAカ潤発した歴史に残るヒット作：6L6は，ヒ

ータが6．3V／0．9Aという省電力型のわりには出力

が大きくて使いやすく．かつ音質も良いことから，手

軽に高品位アンプをまとめるにはよい出力管です．

ギター・アンプ等で真空管以上の魅力ある増幅素子

が採用されない限り，6L6は真空管がその役割を終

える日まで生き残ることでしょうし，今後もさまざま

な改良管が登場することでしょう．

ePaS．eP3S・書

くen3C．6m3c・E） ●6P3S／Bの規格

eeneraI

Totrodo，tJSCdinoutpulgtagCSOflownequencyamI）騎eTS．
EnvcloI鷺：gl製〕，WMoctdbase．

Mass70g．

LeaddIaptaIb

conomlchamctcrlstIcs：

Type eP 3S eP 3S－E

FiIam entVo”age．Vb h 6．3 6．3

A n∝Ie vohage．Vb n 250 250

1sIgrid vo他ge．Vb” －14 ．14

2巾9舶 V°愉ge．Von 250 250
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